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用については皆無に近い．このことは縦禍のもつ強い
三次元性および流体の混合効果の複雑さより，多創流
路への応用研究は比較的閉雛であることを意味する．
これまで著者らは伝熱促進を目的とし縦渦を利用し
た応用研究として円管内に直角三角形状のポルテック

１．緒賃

近年,工学的に縦渦を利用する研究が活発化してき
ている．熱伝逮促進手段として縦渦を生成させた場

合,縦渦の回転により流れが壁面へ次ぎ下ろす場で高

スジェネレータ(以下Ｖ､Ｇ､と略記)を殻戯した鰯合の

い伝熱促進効果を得ることが報告されている(1)-(`)．

また縦渦はリブ突起などにより生成されるはく離渦と
比べて下流方向への持続性が高いことから熱伝運促進
の有効な手段となり得る．しかしながら縦渦の生成お
よびそれに誘起される流れは極めて複雑な鰯を形成

し，その構造や発達過程,乱れの墹加,非定常性など
の流力特性を変化させるが,それら流力緒特性の変化
がどのように熱伝達促進に寄与するかについての検討
は十分にはなされてないようである．

縦渦を用いた伝熱促進の研究の多くは,平板上およ
び平行平板流路内の場合であり，他の流路形状への応
用例は極めて少ない．殿も単純な形状の一つである円
管内へ縦渦を導入した例すらほとんど見当たらなく，
熱交換器等の実鶴設計に用いられる複雑な管路への応

実験を行い,縦渦形成のようすとその挙動,持統性な
どについて調べてきた．その結果として,前報l帥では

円管内に設健されたＭ０．によって生成された縦渦が
管内をらせん状に旋回すること．それに伴う局所熱伝
達率分布の変化等について述べた．そのなかで伝熱促
jUk効果は般大でNP1Wliの１．９倍に運するのに対し，流MMI
損失は極めて小さく，ポンプ11111力一・だの熱的性能比は
1～1.2となり伝熱促進体として有望であることを示
した．

しかしながら縦渦およびそれに誘起される流れの挙

動と熱伝達促進効果との関係,縦渦に伴う流れの諸特
性の変化が伝熱促進効果へどのように彫鱒を及ぼすの
かなどについての伝熱促進メカニズムの詳細は不明で
ある．
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そこで本研究は流れの可視化を行い，より詳細に縦
渦の準mllを調べ，さらに壁面近傍の流れ場の諸特性を
測定することで,縦渦の挙動に伴う流mlj特性と温度場
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示す．作11MJ流体は空気を用い,流れは円管上流に設け
られたチヤンパで整流された後にノズルを介し一様流

の変化の関係およびその怯熱促進柵造を明らかにする
ことを日的とした．

速で流入する．

配号

水爽験ではＭＧ・を蝋一・で円管内に設廠しており，

ｑ：壁uillミカ係数＝(昼一ｌｂ)化(ﾉ2/2）

その形状およびＶ､Ｇ設置ユニットの概略を図２に示

Ｃ,：管軸刀向壁ini蹴擦係数＝、/(P(ノツ2）

す．Ｖ､Ｇ・は前報鬮)と同橡に翼長さ〃＝25ｍｍ(Ｈ＝

α2),長さＬ＝50ｍｍの直角三角形状で,流れに対し

、：繍;内径

て迎え角20.に段瞳した．座標はＶＧ・翼後端を管軸

伽：)hi所鮎伝達率

方向距離Ｘ＝0ｍｍとし,鉛直方向は円管壁面を基準

ハmImx：周方向局所岐大熱伝達*
〃：Ｖ､Ｇ・塊濁さ(＝符半掻）

とし糠中心方向にｙ軸をとる．Ｚ方向はＸ,ｙと直

Ｌ：Ｖ､Ｇ・塊長さ（＝2〃）

交し,縦渦および旋回流の回転の向きを正とする向き
とした．なお簡易的に局所におけるＺ方向と円周方

ＰＭＩ,：周所蝿而ＩＮＩ圧,楢:略出r1WiMIi(＝大気Hi）
ノビｅ：レイノルズ数＝ＤＩＩ･りん
りb：円管入I｣平均速庇

（ﾉｻ解：管軸方向(ｘ力ＩＨＩ)の平均速度および乱れ成
分

し,ひ：壁iHiより鉛直上向き方向(ｙ方向)の平均速

向とは同義として扱うこととする．誤たそれぞれの方
向における時間平均速度成分をｕｙ,Ⅳ,乱れ成分
を2《,〃,卸とした．Ｖ､Ｇに対する周方向角度８も縦
渦,旋回流の向きを考蝿し,下流方向からＶ､Ｇを見
て反時計回りの向きを正方向とした．

管１W１１方向速度成分Ｕの測定は外径ｄ0.6ｍｍのピ

度および乱れ成分

トー全圧管を,壁面近傍の３方向速度成分測定にはプ

ｖ・Ｐ.：速度変HMIを主流速度Ｕｈで除した時間変化波

ロープ外径063.0ｍｍで受感部直径５Ｐｍのタングス
テン線を主流に対し45.に傾けた単一傾斜熱線プロー
プをmいた(`)．壁面摩擦係数Ｑはプレストン管を用
いて管軸方向壁面せん断応力殉を求め，それを

形

ｗ,”：円周方向(ｚ方向)の平均速度および乱れ成
分

Ｘ：管軸方向(流れ方向)距離

γ：壁面より管中心へ向かっての距離

pぴ/2で除して算出した．なおＭＧ・設置ユニットを

隆：渦中心位置高さ

測定部の円管に対して独立に回転させることでＶ､Ｇ

Ｚ：円周方向

に対する周方向角度８における分布を相対的に測定
した．また図１中に示すアクリル製の円管ユニットに
スリット光を照射し,煙トレーサにより流れを可視化
した．さらに縦渦の生成過程および楠造のより群iIII1な
観察を行うため別に作った透明アクリルの測定円管を

０：周方向角度
Ｉ,：流体のuMI粘性係数

ｐ：流体の密度
配：軸方向壁面局所せん断応力

サプマージさせたwatertableを用いて染料を流した

２．実験装函および実験方法

可視化実験も行った．

災験は流れ場および熱伝達測定H1の２孤頚の円管流

局所熱伝逮率の測定は内径30ｍｍのベークライト

路を用いて行った．流れ場の実験装傲は内傑、＝５０

製円徹内壁に厚さ３０Ⅲｍのステンレスばくを接着し，

ｍｍで,長さが５０，１００，１５０ｍｍの異なる繭銅製ユニ
ットを複数個連結させた全焚1500ｍｍの円管流路で
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ある．その全体および測定機器の配賦の概略を図１に
3凸､伍奉ａｎ蛇Ⅵ、司勾わ向田■
MQZZg

ク

＝副；1Ｗ

府癖癬騨Er3 甥

”…“(趣膨）￣丙昴雨I亘璽

（ICI駒宙海域mm1

Ｘ■Ｏ

Fig．】sch⑥maticdiagram⑥ftestsectioI1aI1dit＄

ＸEu臼Qs麹、

ＦｉＲ、２ＵｎｉｔＬＤｆｔｈ《Ｗ()l･tcxRenerat⑥ｒｉｌＢｓｅｒｔａｍｄｄｉｍｅｎ・

armIIgullcn（

－１２３－

siD11§

2756壁_ii-￣HL-uunAu2i-些-1i1-j1Lp-BWjqL
リーiiiliの櫛飾り洲であるコーナ禍が複数個生成する．
以｣月のような縦渦小成のようす，特に主縦渦の生成お
よび縦欄外脚部の渦輪をスケッチしたようすを模式図

それに直流Nliliiにより皿噸力Ⅱ熱した熱流束一定の臓熱
場とし，他＝19800～64400の範洲で１１M定した・
81．実験結果および考察

に示してある．

次に本拠験における伝熱促進対象域であるｒ②-10‘
以｣Eの１６ルイノルズ数.iKUli鰯における縦iMIの移行現
象および渦輸のﾉli1IkについてMHぺたIili染を氷す．
ｌ剰４(ａ)～((1)に鰍トレーサを川いて縦渦の移行現
離を剛祝化した例としてぬ＝6240()でのＸ/L)＝１．３，
９，２１によ』けるﾄﾞ流刀向から殿形した断iiiﾂﾉ真を示す．
写真I:で擁トレーサによりＦ１<ｼﾒっている場に縦渦が

３．，縦渦の発生および挙動の可視化縦鯛の発

生およびそのｵiliuMlと熱伝避躯分布の変化を併せて伝熱
現象を考えることは廻嬰である．そこでｖ・()･近併お
よび1fiiz域の流れの可視化を行い，その結果とljijlw熱
伝逮躯分布の変化を比較検討する．
ｖ､(〕・近傍のより詳細な流れ拳１１１１'を観察するため，
作動流体に水を111い,Ｖ､０．１二流よりプルオレセイン，
ローダミン冊の２柧蒋|のiii光染料を流入させＩｌ視化
した．その紡来と流れの桃式１割を|秘１３(ａ)！（ｂ)に示
す．

１;縦iN1の化成I(ｗ､(i､lcjIM冊１１に流入した鯛料が,つ
る;111i状にねじり込みながら発述し．ｖ､(ijI〔役でiiIl1心
部に逆施､【i域をもつ縦渦''１心となり，その問り彫取り
|川かようにより大きな渦が!|&ずることにより形成ざｵし

(1)）Ｘ/ルー３

い）Ｍ”Ｉ

る．，kたｵｾﾞ縦榊は外llM部に比べて111心部の迎臓成分が
小さいため，その外周部において１１心部へ巻き込む一

種のせん断渦であるドーナツ状のＭＩＩ輪を形成する．可
視化写真で縦欄外周部において中心部へ巻き込む複数
側の澗輸が見られ,ｘ/、＝3近傍で澱輪が符鑓にぶつ
かるように接し始める．この渦輪の衝突過程が後述す
る局所熱伝達の促進に大きく寄与する．さらにｖ･(;・

嵐後の流れ場は主縦渦の生成に力Ⅱえて,Ｍ(;・下部よ
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鍛渦による1V符内伍熱促進の櫛造
存在する．

円周に沿って移動した距離から算出した．この旋回現

まず図４(ａ)に示すＶ,０．の直後のＸ/､＝】のM1合

象を平板_上に縦潤を導入した場合のWanderingによ

は反時lWJ向(流れ方向に右ねじの進む方向)に強く１回Ｉ
軽する悲渦の存在が砿認される．この場合も蛍光染料
によるＭ視化と同様に主縦iWM土まだl鋤iへは直接は接

る移行現蜘，x3Iと比べると，本爽験における周方向
(平板上の射合スパン方向に相当する)への移1IMI距離は
平板の塒合の4～7僻以上と極めて大きく，これは碇

していない．

１１１|流の干渉を受けた円筒内特有の現象である．

次にＸの＝３の場合を図４(ｂ)に示す．Ｘｿ､＝ｌの
場合と比べて外形が発達した縦渦が周方向に粉って移

次に蝋Uiiからの渦中心簡さ脇をＶ､Ｇ､醐衛さ〃で
除した比yMlVの変化を図５(ｂ)に示す．綱中心簡さ

鋤し，壁iHiに近接しているようすが硫認される．縦渦

は壁iniに接近後,この位徽より下流で安定した旋回挙
動を始める．さらに下流域にあたる図４(ｃ）J、）＝９

およびlXl4(。）ＸＩＤ＝21では(ﾉ速度成分が小さいた
めど|;渦中心がｉＷ<Au<写っておりⅢ渦の移11Mjのようす

2757

は渦生成庶後jqp＝１でｍｙ莞0.7をとり，その後
減少しＸ７Ｄ＝6～９でＭ，川雪(Ｍと最も蝋面に接し
た後｡ﾊﾞﾉ､＝10以降でわずかに大きくなり下流へと
推移していく．ＭＩＩ｢１１心溺さの極小鮫についても平板上

の場合と比峡すると！例えばＶ､(;形状(Ｍノー2,迎

が比較的容易にわかる．渦中心はそれぞれ０＝180.,
F＝80｡(＝440.)近辺へ移!IMIしており，これら一連の写
典より:と縦渦が|U管内をらせん状に旗'1兆，十分下流

0.6税度である．このことはＩＷＷ内の場合には旋回流

まで流れるようすが確認される．

けているものと考えられる．

え/1118．)がほぼ謀しい志沢らの場合(''では）t佃壽
により苑41北た遠心ﾉJにより縦ilMを職ini近棟へ押しつ

この縦渦の移HMIのようすを蝿影したビデオ動剛像を

次に姉＝10`以上でのリング状せん断渦である渦

触愈深く観察することで,渦中心の周力向位ＩＮＩの変化

翰発生について調べるため,縦渦が壁ilii衝突直後であ

および壁而からの高さの変化を求めた結果を図5(ａ)．

るＸ/、＝４，０＝0゜の位樋で醗面から37.5,25,

(ｂ)に示す．なお縦渦中心部角度は円管中心と渦中心

12.5ｍｍの位徴においてＩ形熟練プロープを挿入し

を結んだ垂線が雌面に至る位徽の周方向角度０とし

速度変励の波形を測定した．測定位漣はそれぞれ縦渦

た．

外縁から外側位健,縦渦外周部(渦輪)および縦渦のほ

まず図５(ａ)の渦中心の周方向への変化だがⅡ縦渦

ぼ中心部位慨に対応する．その結果として図６(ａ)～

はＭＧの背面側で発生し,jnD＝2近傍まで綴やか
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く．なお傾きは夷寸法での管軸方向距離Ｘに対して

２１１２１１２１１２

に移励,Ｘ、＝3近傍で壁面へ再付蒲する．その後は，
管軸に対して約11.の一定の傾きで旋回移動してい
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(c）に他＝10ｲでの速度変勁を主流速度で隙した値

る．

３．３壁面近傍の流れ特0性縦搬による伝熱促進

の時間変化波形ＶＦ・を示す．
図６(ａ)に示す縦渦外縁より外側では乱れは非常に

では，渦回転により流れが壁面へ吹き下ろす微域にお

小さく，これはｖｃ上流の乱れとほぼ同程度であり
縦渦の､鵜をほとんど受けていない．次に図６(ｂ)に

いて高い熱伝達を得るとされているものの,蛾１m近傍

の速庇こう配および乱れ強さ等がどのように怯熱促進

示す縦欄外縁部では,二つのピークをもつ特徴的な波

に影鞠するかについては必ずしもIﾘ}砿にされていな

形が現れているものと思われる．図６(ｂ)中にその埜

い．そこで縦iMが蛾WIiに接した画後で縦渦のIM1iniへ及

本波形の概略を示す．この二つのピークをもつ波形の

ぼす彩瀞が股も強いと思われるＸ/Z)＝4.0と．'･分下

発生状態は必ずしも安定したものではなく，ピーク値，

流域であるＸ１Ｄ＝21.3についてぬ＝62400の勘合

振幅，ピーク形状など,高周波の乱れが付与されたと

を例にとり，流れ鯛の概婆,熱伝述率分jni,:､１２均速度

思われる複雑な波形となっているもののⅢ波形データ

成分`乱れ成分の分布を比較し，その伝熱促進メカニ

の観測を通して約45Ｈｚ程度おきにほぼ周期的に生

ズムを考える．

じているものと判断した．これは,渦棯が熱線を通過

まず舸位慨における流れ場の擬製としてl叉IＨ(ａ)，

することで生ずるものと考えられる．図６に）に示す

(1))に流れ方向速庇成分を櫛|叩'4均速庇で除した

縦渦内部の波形は上記２点と比べて変勤が非常に大き

("(ﾉbによる等速度線剛を不す．なお半径刀lril脚illIlfを

く，縦渦中心部が逆狗戊分を有する非常催乱れた領域

OII心から，/IOIul隅の破線で紐してよ;<、図Ｈ(ａ）に

であることによる．

示すｘ")＝4.0の場合だが,渦１１１心部ほど("(ﾉbは小

３．２流れ方向局所鰯伝達率の変化僚内脚所熱

さい分布となっており，縦iWIflI心はげ毒3(１．．Ｗ〃＝

伝逮分布の変化について上述の可視化結果と併せて考

０６に存在する．縦渦の存在する僻{M1側０＝27()～7()．

える．段憧基準位臘である０＝0．上での局所熱伝達

の壁面近傍において等速度線のllllWHがつまった場,す

率Aご分布の姥による変化および尺巴＝62400一定

なわち速腱こう配が急な場が存在する．また〃＝90．

条件での代表的な周方向角度における変化をまとめた

壁面上において渦の吹上がりの膨鞠により境界１Ｗが厚

ものを図７に示す．

く発達した分布が見られる．

ル應はいずれのＲＧに対してもXZD＝3近傍で極大

図8(ｂ)に示すＸ/､-21.3の賜合では縦渦は管内

値をとった後減少に職じ,極小,再び極大を操返す周

を一回転し！その中心は０＝90.,ＭV＝0.4近傍に存
在する．XZD＝4.0の蝋合に比べて縦渦形状は明確で

期的な分布をとる．この最初の極大値をとる位置は可
視化において８＝0.ライン上で主渦が壁面と衝突す

はないものの,吹上がりの影瀞は８＝120～160.間の

る位髄にほぼ合致している．また縦渦のらせん旋回に

壁iiii上で顕藩に現れる．また壁面近傍の速度こう配も

よるルご分布の周方向の変化についても，妬の極小・

全体的に級やかになっている．

次に両位腫における周方向熱伝達分布および壁ihi近

極大値が流れ方向に一定の割合で移行していくようす．

が砿翻されよう．しかし，この場合の極大値移行の傾

きは管軸に対して約14･で,上述した縦禍中心の移動
の傾きとは一致していない．このことについては極大

値の発生要因の変化として図１２の説明において述べ

傍流れの変化をそれぞれ|劇9,10に示す．なお伍蝋促
進効果に与える流れの影縛の検討を容易にするため，
周方向熱伝逮率仏を同距離における周方向汲大熱伝
達率脇翻煎で除した〃必孤遡侭で表し,流れの変化につい
ＩＢＯ
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ては壁近傍ｙ＝1.9ｍｍの箇所で３方向平均速慶成

分および乱れ成分のrms値を主流速度ｕＤで除した速
１ｏ

ると図９(ａ）に示す蝿/ﾙ､,xは縦渦回綻により流体が

②Ｏ当ｏ壹晩二頁二

まずＸＺＤ＝4.0のAIz/M1…および流れ特性図を
図９(ａ)～(ｃ)に示す．上述した等速度線園を参照す

２５Ｉら０

腱比,乱れ強さを求めた．

０

壁面へ吹き下ろす影騨を受け始める０＝30(I・近傍か

６０

ら，流体が壁面から吹き上がる０＝120.近傍までが促

(ａ

lXl9〈ｂ)に流れの３力向平均速度成分を示す．ここ

０

で蛾も速度成分比が大きいＵＷﾉhは，その分布と

380
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１０

の○一一。←⑩二頁二

向き成分が現れており，これは境界１Ｗを厚くする効果

２ｓ１５０

はﾙﾉﾘｹ…の分布によく対応している．鉛直方向成分
比WUbは８＝O～90.では壁面に対して比較的強い上

300

Ｘ/、＝8.0

〃鐙/MImmXの増jlIUIljiHfilに磁接的な対応関係が見られない．
一方,旋回方向速度成分比W7Ubの墹加傾向について

240

Ⅲ０

場合にも柳原らの報告Ⅲ.)と同様にその彬撫を受ける．

②○二。．⑬二頁二

の０＝30～120.間で小さな極小・極大を伴う乱れた

１８０

６【．］

２５１５０

進効架が高くなることがわかる．また周方向熱伝逮率

分布はＶ,Ｇ､直後のコーナ渦によるもので,本実験の

2０

を与えるもので熱伝達率を低下させる．ここで０＝

０６０１２０１８０２４０３００３６０

０【．］

50゜においてWUbは極大値をもつもののAMh…は極

（ｃ）ｊＷＤ＝2Ｌ３

値を有しておらず，これは〃成分のみが熱伝達墹加
に一壌的に効く因子でないことを示唆し,本実験の緒

ＦｉＲ･llReIati⑥nbetweenheattransferamdshear

－１２７－

stres5onthewaIlSurface
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}よ参考のため渦'''心位徴を示す矢'11を付しておく．

７２０
６００

Ｘの＝3,8,21.3いずれの蝋合でも全体的にハ運ノル

．４８０

およびｑ/Cnは，ほぼ合致した分ｲＩｉとなっており相似

戸３６０

性は保たれている．しかし蝋iniとiWW)接点近くで燭所

，

２４，

的に仏の墹大がＱを｣当I1j1lる領域が見られ､非相似

＄２０

性が発現しているように見られる．ここで対象として

￣

｡．

いる渦中心､rﾄﾞの蝋ini近傍では,強い三次元性を有す

０
．１２０

る流れ場と広っており，本災験で川いたプレストン管
0５１０１５２０２５

によるｑの測定では’旋凹刀1,1の蝿而麟擦lbj力の噸

Ｘ/、

大分が測定できないため,実際の局所QllHより低い

Ｆｉ腐一l2DistributioI1qDfcircumIermtialp(xsitiuIusuf
centerIine(Dfvortex`maximum,minimLImhcat

tr紐､鰯〔er2IndminimUmw2lIIstaticpr聯ure

値を示していると考えられる．そのため･の旗Iiil方
向の増大分を兇枇もり，非*'1似現鞭が現れているかを
検朴|する必嬰がある．

Ｖ・(;.-ﾄﾞ流搬iii近傍の旗|卿l成分（し2＋〃魁)''2はＶ､(;・
采では例えばIｲﾉ成分に鉛ijI〔ﾉjrIr1成分ｙの効果を力Ⅱ

形状.迎え角，Ｖ・〔i・からのBii雄.境界牌の発達状態等

えた双方の効果からﾙﾉﾙm・ﾊﾟﾊﾟW力向分布形を成すと考

の膨稗を受けて一概にその強さは決まらず,平板の場

合(卿)(１１１でＶ・(;・潤さに対して1；流域約Ｘﾉﾉﾉ急6(本拠験

えられる．

図９(ｃ）には各成分の平均乱れ強さを示す．一般的

のＸ/、≦３にIfI2Ii)で0.2～0.6(ﾉ6,それ以降下流で

に乱れ強さもまた熱伝達率を１１Wめる鰄要な剛子である

().05～0.2(ﾉI)極度と異なる大きさをもつ．またＶ・G

が,本実験ではＭｉ…分布形状との直接的なlfl関は

U1rﾄﾞｶﾞ､域においては渦輪再付精に伴う壁面近傍の流れ

見られない．ここで脚の間rms値が'＝90.や０＝

の柵勤による非定常性の効果も加わることをjⅢI雄して

210゜の場所に出現しているがルノMF…との相関はやは

時１１M平均･の修正増大分を兇械もるのはさらに困嬢

り見られない．またこの高rms徹の発生機榊だが，そ

となる．

の位種にコーナ渦が存在することより発生するものと

そこで流れの状態が安定している十分下流域の

Ｘ/、＝21.3の場合について,壁而よりやや上方の

推測されるが詳細は不明である．

管内下流域Ｘ/､＝21.3のルご仏…および流れ特性

Ｘ･卯方向速度成分比が壁面まで蝋純に比例するもの

を図10(ａ)～に)に示す．この場合も上流域Ｘ/､＝

と仮定しＱの旋回方向増大分の修正概算を行った．

4.0の場合と同様に,A蜜恥､`とWUbの増加に強い

その続果を図11(ｃ)中に破線で示す．本実験の場合

相関が見られる．また一般に乱流促進体をおいた伝熱

ではＸの＝21.3でＷ成分は0,35“と大きな旋回成

促進では,下流域において乱れの熱伝逮促巡への寄与

分を保持しており，比較的大きな修磁効果が得られる

する翻合が比較的増加するとされるが,本実験では乱

ものの，９０～180.間でん拠風がＱ/Ｇより上回る有意

れ強さはXZD＝4.0の場合と同様にＭ１…との間に

藻が残される．このような傾向は縦潤により流れが壁

直接的な相関は見られず,乱れの熱伝逮促進に対する

iHiから1次き上げる領域において顕著に現れており，こ
れは凧１１Iら(M)が述べている雌iiiから鉛直上向き迎度

膨瀞は大きくないようである．

３．４熱・運動量移動の相似性および縦渦による伝

成分を与えた場において非机似性が現れる現象と一致

熱促進要因の変化一般に乱流伝熱場においてル嫁

するもので.仏の墹減にかかわらずｑを減ずるよう

墹大と蝋iii鰍撚係数Ｑの墹大には強い机似性があ

な雌iiii畷擦抵抗減少コントロールの可能性としての一

る(Ⅱ)．しかし縦渦のような大規模渦交換が起こる減

例を示唆するものである．

ｵ蝿iにおいては非相似性の発現の可能性があり，もし

吸後に縦渦の移行と局所熱伝達率の最大値ルヱ…，

･の増大を抑え〃屋のみを増大せしめることができ

最小値ル…の位蝋および壁面臓圧の最小値Ｃｐｏ１ｎの

れば高効率の伝熱促進が逮成される．そこで縦渦が壁

位概の関係を図１２に示し,縦渦による伝熱促進要因

面に接する位臘,渦中心が擬面に最も接近する位臓，

について総括的に検討する．参考のため渦中心位臆の

十分下流位麗のＸⅡ､＝3,8,21.3について,滑面流路

変化を実線で表す．〃…とＱ,ｍ,風分布,渦中心ライン

に対する熱伝達率増力J1比ｶｴﾙＩＤと管軸方向壁面膿擦係

を比較すると特にXZD＝7以降において両者はよく

数増力Ⅱ比Ｑ/Ｇを比較した結果を図11(ａ)～(ｃ）に

一致する．これより上流を領域１，Ｘの＝7以降を領

･示し，これらの相似性について検肘する．図11中に

域11とおくと，此雨飢,Cnm1nは領域Ｉでは渦中心より０
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が負１１１１，すなわち縦渦により流体が雌uiへ吹き下ろす

め伝熱促進効果と比較した結果.旋回成分Ｗが周方

側に現れている．この領域の縦渦はその外膨にjlUlUjhi

向ル卿川I分布の傾向とよく対応することがわかっ

を伴うリング状の－．極のせん断綱をイル，この渦輪ｉＷ

た．

突による蝿iii｣:のJ1:疋州iiiA庇境界Ｍの処新効果がその

（３）縦iIMにより流体が雌iiiからI次ぎ｣二げる領域に

おもな蝋lAiiとして〃えらオLろ．鮒城Ｕに主iいてｈ…
とｃ帖噸分布.渦'''心ラインはIifぽ-.蚊しており．こ

おいて熱伝達促進比雌畑職が壁ilYi臓擦係数増力Ⅱ比

Ｃ,/･をI21iilる非相似性が現れる．

」しは鯛が雌にfIiも緒する点．すなわち蛾近傍の述lHiこ

（`I）Ｖ､Ｇ下流直後の領域における商い伝熱促進

う配がllA火となる場所に対}tiする．このん廟叩の発!｛｛

効采は，柵のはく離・iIjﾄﾞ付着による壁而j1の境界屑の

製|Alの迎いが.|典１７で述べた渦''1心と几『…の位liW》

Bli新効来によるところが大きい．一フハそれより下流

橘:袖に対する傾きの述いにつながる．さらに本爽駄の

の領域では縦満による流体混合に伴う熱赴交換の効果

ように怖内伝熱を扱う場合には悴刺MjIｲﾘの薙iIIi近傍巡

が杣対的に商<なる．

)qi・iM1qiこう配がほぼ一定に達する発迷慨域を侭i域lⅡ
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